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地域経済の振興を考える
慶應義塾大学法学部教授

現

在、多くの地域では人口減少に悩まされている。

人口が減少するのは出生率の低下に加えて、若者が
域外に流出するからだ。毎年3月末には、多くの若

善博

成果がでればそれに越したことはないが、必ずしも
はかばかしい成果が得られるとは限らない。

者が就職や進学で地域をあとにする。若者が域外に

そ こで、比較的現実的だと思われるのが、現在

流出するのは地域に魅力的な雇用の場が少ないから

地域の外から大量に購入しているものの一部なりと

で、その背景としては地域経済の活力低下がある。

も地域の中で供給する体制を整えることである。多

地

くの地域の実情に即して言えば、それはローカル
域経済の活力低下の原因は一様ではなく、地

域によって異なる面がある。ただ、共通する要因も
ないわけではない。それは域外にお金が流出してい

エネルギーの開発であったり、農業の6次産業化で
あったりする。

ることである。もちろんどの地域でも域外に対してモ

た だ、その際よく注意しておかなければならない

ノを売ることで外からお金が入ってくる。しかし、そ

のは、これも単に外から企業を引っ張ってきて取り

の一方で域外から購入するモノやサービスが多けれ

組んでもらうのでは、地域経済の弱点を改善すると

ば、差し引きではお金が外に出ていっている。

いう観点からはたいした効果をもたらさないまま終

お

わりかねない。風力発電の開発を例にとると、その
金が域外に流出すれば、それに見合って域内の

雇用も失われる。これをわかりやすい例で説明する。
近年「地酒で乾杯」を奨励する自治体が増えてきた。

場合に地元に益することといえば、施設に課税され
る固定資産税収入ぐらいしかないからだ。

そのための条例を制定する自治体も少なくない。ア

そ うではなくて、売電収入が地元に帰着し、施設

ルコール消費における地産地消政策である。

のメンテナンスを地元の業者が担い、部品供給の
一部でも地元で賄えることになれば、地域経済に益

こ れが功を奏して、住民の多くが地酒を飲むよう

するところ大である。売電収入は地元に還流し、貴

になれば、地元の酒造会社にお金が入り、その仕事

重な購買力として地域経済に活力を与えるはずだ。

を増やすことで雇用を支えることになる。もし、消費

また、関連する裾野産業が発達することになれば、

者が地産地消などに無頓着であれば、お金は域外に

わずかずつであっても地域で雇用が創出され、そ

流出し、域外の酒造会社の雇用を支え、その分だけ

れが拡大する可能性がある。

地元の雇用は減ることになる。地域の経済や雇用に
着目してその選択の効果を分析すれば、理論上はこ

ま た、 農業の6次産業化の場合にも自然エネル

のような差が生じる。したがって、地域の経済や雇

ギー開発の場合でも、その裾野産業が育つには技

用の観点からは、自治体はできるだけお金を域外に

術や研究による支えと人材の育成が不可欠である。

流出させないで域内にとどまるような政策をとるのが

その拠点となるのは地方の大学であったり、官民の

合理的だと言える。

試験研究機関であったりするので、こうした高等教

そ のための手法としてまず考えられるのは地域の
外からお金がより多く入ってくることである。地域の
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片山

育機関や試験研究機関の現状も点検してみる必要
がある。

外にお金が出て行っても、それに見合うだけのお金

地

が外から入ってくるのであれば問題はないからだ。

ともすれば性急に成果を得ようとする傾向が国にも

ただ、これは決して容易なことではない。具体策と

自治体にも見られる。しかし、地域経済に底力をつ

して企業誘致や特産品の開発、さらには観光振興な

けようと思えば、ただ目先の成果を追い求めるので

域産業の振興や地域経済の活性化といえば、

どの政策が有効であるが、これらは他のどの地域で

はなく、少々迂遠なようでも地域の底力をつけるた

も取り組んでいることであり、競争が厳しい。うまく

めの下拵えを怠らないことが大切である。

子どもたちにお金をどう学ばせるか
帝京大学大学院教職研究科教授

小関

禮子

「私が思うこと」 欄への寄稿に当たって 「お金について子どもたちにどう学ばせるか」 とのテーマをいた
だきました。 私は40年以上前に小学校に勤務し始めたころから、金銭教育に取り組んできましたので、今
回は、自分で実践してきたことを中心に、「思い」 を書かせていただくことにしました。
ところで、子どもたちがお金を学ぶとは、どんなことでしょうか。 私は、生活を学び、社会を学ぶことだ
と考えています。 単に 「無駄遣いはしないように」 とか、「お金を大切にしなさい」 というようなしつけ的
なことではなく、お金とはどんなものなのか、どのようなはたらきがあり、どのように生活に生かしていく
べきなのか等について、子ども自身が考えることを通して、健全な金銭感覚を育て、自立できるようにした
いと考えてきました。 基本的には、「お金」 を次のように考えています。
●お金は、尊い労働の対価であり、日々の生活を支える重要なものであるが、限りがある。
●お金は、個人の生活を支えるとともに、市場を作り、地球環境に影響するなど、社会と深く関連する。
●お金の使い方には、その人の思いや願い、考え方･･･つまり、その人の生活観、価値観が表れる。
●お金は、自分らしい生かし方を工夫して、自己実現に役立てるものである。

子どもたちの生活の基盤である家庭生活は様々です。 保護者のお金への考え方や態度が子どもにも大き
く影響しています。 それらを踏まえながら、お金の大切さや責任ある使い方について学ばせ、主体的に考え、
行動する力をつけたいという立場で指導しました。
まず、お金と労働については、働くことの意義をおさえたいと考えました。 子どもは、お金が、家族が一
生懸命働いた結果であることを改めて考え、働く家族への感謝と協力の思いをもつとともに、手にするお金
は限度があり、計画的に使うことの大切さに気付きます。また、働くことは、生き甲斐や夢の実現にも通じ、
自分の力を社会に役立てることでもある等、お金を通して勤労観も育ちます。
労働の対価であるお金は、いくらでもあるというものではなく、限りがあります。 そこで、一定の枠の中
で、計画的・有効に使うことが大事であるということも、子どもたちは考え出していきます。
また、物の持ち方は、「買い物」 に深く関わります。 単に欲しいだけなのか、本当に必要な物なのかの
見極めや、買うのか、買わないのか、さらに、どのような物を選ぶのかを決めるには 「意思決定能力」 が
必要です。 そして、意思決定のためには、様々な情報を整理して判断する必要があること、情報に流されず、
考えることが重要であることなどにも、子どもたちは気付いていきます。 単にお金の節約の仕方や物の使い
方のハウツーを学ぶのではありません。 身近なお金や物を教材としながら、自ら考え、自ら判断する力を伸
ばしていくことになります。
このように、お金を学ぶことは、子どもの自立能力の土台を作ります。 それだけでなく、物の購入を通し
て社会参加能力を育て、経済の発展を支えるとともに、資源や環境の問題の解決に取り組む態度を育てます。
学校では、主に道徳や社会科、家庭科、特別活動、総合的な学習の時間等で指導します。
今、子どもたちは、多くの物や溢れる情報の中で生活しており、ややもすると、物やお金、情報に振り回
されてしまいがちです。 子どもを巡る金銭トラブルも発生していますが、単に事例や事件を解説するのでな
く、問題の所在や解決法を考える必要があります。 子ども一人一人が、自分はどうなのかという視点で、自
分自身の生活を見つめ直し、問題を見つけ、どうすればいいのかを考えて行動することが大切です。
お金の使い方については、大人でも、反省することが多いのではないでしょうか。 子どもは、小さな失
敗を繰り返しながら、失敗に学び、自分らしいお金の生かし方やお金への責任ある態度の大切さを学んでい
くのだと思います。 その積み重ねが生活を主体的に創り上げていくことにつながると考えます。
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新成人のための人生とお金の知恵
お金の知恵を紹介するシリーズ第三弾「新成人のための人生とお金の知恵」が、金融広報中央委
員会（
事務局：日本銀行情報サービス局）から発行されました。新成人の方を主に想定し、
今後必ず役に立つ「人生とお金」に関する知恵を５つに絞って紹介しています。
♠収入＞支出にしましょう！
自立のためには「収入＞支出」とすることが必要。「収入を増やす」ことが できるよう、働く能
力を高めましょう。
支出の見直しをして、支出をなるべく記録しましょう。お金を貯めるためには、
「天引き貯蓄」が
効果的です！
♠複利の力を知りましょう！
お金には利子（金利）がつきます。
「利子にもまた利子がつく」ことを「複利」といいます。
金利が高いほど、また期間が長いほど、
「複利の力」が大きく働き、お金はどんどん増えていきます。
♠お金を増やしたいとき
「仕事からの収入を増やす」のが一番です。お金の運用は、余裕資金を作ったうえで！
「安全で、収益性の高い金融商品」は、ありません。
「分散運用」
「長期運用」について知り、お金の
「使
い方」を考えていきましょう。
♠お金を借りる前に
返せるかどうか、よく考え、クレジットカードや消費者金融の金利は高いと知りましょう。
お金を返せない場合、どうなるか知りましょう。金利には上限があります。
「自己破産」について
も知っておきましょう。
♠リスクを管理しましょう！
人生のリスクを知り、管理していくとともに、貯蓄と保険の特徴を知って、うまく使い分けましょう。
社会保険について知りましょう。

当パンフレットは、
ホームページでもご覧になれます。
URL http://www.shiruporuto.jp/life/arakaruto/shinseijin/

特殊詐欺の被害額が過去最悪を更新！
♦特殊詐欺の被害額が過去最悪を更新！
過去最悪の被害額を記録したと言われた一昨年は、225件、約10億992万円の被害がありましたが、昨年、平成
27年はそれを上回る350件、約10億3551万円の被害が発生し過去最悪の被害額が更新されてしまいました。
♦特に被害が多いオレオレ詐欺のだまし文句は・・・
オレオレ詐欺は、最初に自宅の固定電話に男の声で電話が架かってきます。この時、犯人は、
「のどの調子が悪い」
などと言って、声が違うことを誤魔化してきます。「オレだけど」と言って家族を連想させたり、本当の孫や息子の
名前を名乗ることもあります。
その後、病院やコンビニなどに「会社の鞄を置き忘れてしまった。鞄には携帯電話や会社の小切手、通帳、大事
な取引の書類が入っていた。今は上司から電話を借りて話している。」などという電話が来て、電話番号が変わった
ことを自然に話してきます。
そして、「今日の取引でお金が必要なので助けてほしい。明日にはお金を返せるから。」という電話がきて、上司
役の犯人が電話をかわって「私も責任を感じ、親からお金を借りて準備したのですが、まだ足りないので何とかな
りませんか。」などと丁寧に事情を説明し、この話を信じ込ませようとしてきます。
実際に多くの方が、この「鞄を忘れた」という電話に騙されています。「今日中に」と言って急がせたり、上司役
が丁寧に説明するというように、犯人グループの演技力もすごいんです。
オレオレ詐欺と言えば、昔は振り込め詐欺とも言われて、お金を振り込ませようとする詐欺でしたが、今は上司
の息子を名乗る若者や会社の同僚を名乗る中年男性が「直接取りに来る」手口になっています。
♦被害に遭わないために
初対面の人間に大金を渡す前に、「念のため」家族に確認することが大切です。
また、犯人からの電話は、自宅の固定電話にかかってくるため、在宅中でも留守番電話機能をオンにすることを
お勧めします。
宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課
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日銀のマイナス金利政策が今年2月からスタートしました。最近話題のマイナス
金利。わたしたちの暮らしにどんな影響があるのか気になりますね。
■マイナス金利ってなんだろう？
1,000万円を定期預金に1年間預けたとします。「金利0.1％」の場合、1万円の
利息がもらえ1,001万円になります。通常、預金をすると利息がついてお金が増
えます。しかし、「マイナス金利0.1％」の場合、1万円の利息をとられ999万円に
なってしまい、預けたのにお金が減る、というこれまでの常識では考えられな
いことが起こるのです。
「いま、預金するとお金が減っちゃうの？早く引き出さなくっちゃ！」
ちょっと待って、慌てないでください。わたしたちの預金がマイナス金利にな
るわけではありません。マイナス金利になるのは、銀行が日銀に預けたお金の一
部だけです。銀行は日銀にお金を預けておくと損をしてしまうため、企業や個人
に貸出し金利収入を得ようとします。積極的な貸出しで世の中にお金が出回るこ
とで設備投資や個人消費の拡大が期待されます。マイナス金利政策のねらいは景
気を盛り上げることにあります。
■暮らしへの影響は？
日本で初めてのマイナス金利政策により、金利の引下げ、MMFや一部の貯蓄型
保険の販売停止など暮らしへの影響がじわじわと広がっています。

超
低
金
利
時
代
の
住
宅
ロ
ー
ン

「それって、わたしたちの暮らしに良くないことばかりなんじゃない？」
金利の引下げは悪いことばかりではありません。たしかに預けたお金は増えに
くくなりますが、借りたお金は利息の支払いが抑えられます。その最大の恩恵を受けるのが住宅ローン。
平成28年2月現在の最低金利は、変動0.539％、10年固定0.7％、全期間固定1.180％と過去最低の水準です。
お金を借りてもらいたい銀行は更なる金利引下げを検討しています。
■金利差1％だけでメリット？
金利が1％下がるとどのくらい家計の負担が軽くなるのでしょうか。例えば、2,000万円を25年間で
返済した場合では総額200万円以上の差が出ます。1％といえど侮れません。
「も、もしかして住宅ローンは、いまが借換えのチャンス！？」
借入れている住宅ローンより金利が低いという理由だけで飛びつくのは危険です。借換えは、①新
旧ローンの金利差1％以上、②残存期間10年以上、③残高1,000万円以上ある場合に約50万円の支払利
息を減らす効果があります。ただし、事務手数料、保証料、登記費用など40 〜 80万円程度の借換え
費用も必要です。
借換える前に「借換え効果」と「借換え費用」を比べ、本当に得になるのか試算することをお勧めします。
■この低金利はずっと続くの？
金利は市場の動きに左右され上がり下がりを繰り返すものです。すべての金利は本来、変動金利と
言えます。決められた期間内は利率が変わらない特約を付けたものが固定金利です。
住宅ローンには、金利が固定される期間によって「変動型」・「固定型」・「期間選択固定型」の3つ
の金利タイプに分けられます。少しでも毎月の返済額を抑えようと、ついつい金利の低い変動金利を
選んでしまいがち。しかし、変動金利は当初の返済額が低いものの、金利が上昇した場合は固定金利
で借りた場合よりも返済額が膨らんでしまうリスクがあることを忘れてはなりません。
「そうか！目先の金利だけで判断してはいけないんですね♪」
住宅ローンの選択は、低金利のメリットを生かし家計にあった返済額を設定することはもちろん、
借りた後のリスクを排除することにも気を配りましょう。トータルで自分に向いているものを厳選
してください。

日本ＦＰ協会宮城支部
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知的障がいに寄り添う金銭教育のあり方
大阪府障害者福祉施設支援員（FP）

鹿野

佐代子

地域で暮らす知的障がいのある人の中にはお金が入ると必要なものに使わず、その日
のうちに欲しいものや遊びに使ってしまい家計が行き詰まるなど、お金のやりくりが上
手にできない人がいます。また、家庭での中では、知的障がいのある子がお金を持つと、
無駄遣いするかもしれない、落とすかもしれない、取られるかもしれないというように、
金銭トラブルが起こるかもしれないという不安から、過度にお金を管理されている親御
さんがいらっしゃいます。それでは、障がいのある子どもは体験を積む機会が不足して
しまい、いずれ就労して大きなお金を管理することになったとき、使い方のルールが
分からず困ってしまいます。

知的障がいのある人を対象にした金銭教育を実施
金銭管理能力を身に付けるためには、小遣いをもらうことからはじめ、渡されたお金
を自分で管理し、使い、小さな失敗を何度も繰り返しながら計画する方法を身に付けま
す。知的障がいのある人は何度も学習体験を積み重ねることで成長します。軽度の人の
場合、いずれは親から自立して、自分でできることを増やすためにもお金の学習は必要
です。私の実施するセミナーでは、これから就労を目指す人や、すでに自分でお金を管
理している人を対象に、お金を身近なものに感じてもらうため以下のステップで金銭教
育を行います。
ステップ１「お金の色や形の違いを知る」
、ステップ２「お金の役割を知る」
、ステッ
プ３「生活費必要な費目を知る」です。ステップ３では、もらった給料で食費や家賃な
ど袋分けするワークを実施し、収入の中でやりくりする方法を身に付けてもらいます。
知的障がいのある人に学習効果の高いワークを提供するには模擬紙幣などを使用し、表
現方法もやさしくするなど様々な工夫が必要ですが、受講されるみなさんは真剣に受け
て下さいます。お金の管理ができると生活の幅が広がります。ぜひ、取り組みを増やし
て可能性を広げてほしいと思います。

ジュニアＮＩＳＡ
平成26年１月からはじまった「ＮＩＳＡ
（ニーサ）」。ＮＩＳＡとは「少額投資非課税制度」の愛称です。平成
28年からＮＩＳＡの年間投資上限金額が120万円に拡大し、また、新たに、子どもの将来に向けた資産運
用制度として「ジュニアＮＩＳＡ」がスタート。特徴は①日本に住む0歳〜19歳の未成年者が口座開設でき
る。②運用は親権者などが代行できるが18歳までは払い出しが不可能。③投資上限額は、毎年80万円
まで（5年で最大400万円）。④投資期間は平成35年まで。⑤非課税期間はＮＩＳＡと同じ、投資した年か
ら5年間。⑥上場株式、公募株式投資信託などで得た利益（売買益、配当など）は非課税。⑦20歳以降は
自動的にＮＩＳＡ口座が開設される。注意点として、①口座開設者が18歳になるまでに、ジュニアＮＩＳＡ口
座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアＮＩＳＡ口座を廃止することになる。
②ジュニアＮＩＳＡ口座は、1人1口座。③ジュニアＮＩＳＡ口座開設後は、金融機関の変更ができない（廃止
後の再開設は可能）。④ジュニアＮＩＳＡ口座において投資できる金融商品や受けられるサービスは各金
融機関によって異なるので、申し込みの際の金融機関の選択に当たってはよく検討する。⑤ジュニアＮＩＳＡ
は、損失が発生してもその損失はないものとみなされる
（損益通算や損失の繰越控除はできない）。
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事例 1

事例２

「総合情報サイトの利用料が未納のた
め起訴する」とそのサイトの顧問弁護
士を名乗る人からメールが届いた。 間
違えて何かに登録してしまったのでは
と思い相手に返信すると、「一時的に
金銭を負担すればサイトと交渉して訴
訟を取り下げる」と言われたので、相
手の指示通りにコンビニでサーバー型
プリカを購入し、記載されている番号
とそのプリカの写真を相手にメールし
た。しかし、その後も請求が続き不審
に思ったので支払いをやめているが、
どうしたらいいだろうか？

「うまい話を信じてだまされた」、「勧
誘を断り切れずに契約してしまった」、
「契約を解除したいけど、 相手と連
絡が取れなくなってしまった」 など
･･･。県消費生活センターには、様々
な相談が寄せられています。 その中
で 今 回 は、「 サ ー バ ー 型プリペイド
カード（以下、プリカ）の番号を不
正に取得しようとする詐欺業者とのト
ラブル」を紹介します。

SNS の広告に異性とメッセージのやり
取りをするだけで儲かる副業サイトが
あったので登録してみた。 すると、早
速異性からメッセージが届き、報酬とし
て６０万円その相手からもらえることに
なった。サイトから、報酬を受領するた
めに正規会員登録料や銀行口座登録料
などの手数料７万円をサーバー型プリカ
で支払うよう指示されたので、コンビニ
で購入し支払った。しかし、報酬は受け
取れず、受け取るためにさらに手数料
を要求されたのでおかしいと思う。だま
されたのだろうか？

皆さんはプリカをご存じですか？プリカとは、前払いした分だけ使用できるカードのことです。最近はカード自体
にお金の価値が記録されている従来型のほかに、カード発行会社のサーバーで管理されているサーバー型とい
うタイプがあります。
★従来型とサーバー型の違い★
従来型

サーバー型

具 体 例

図書カード、バスカード、Quo カードなど

iTunes カード、Amazon ギフト券など

管理方法

カード自体に価値が記録されている

カード発行会社のサーバーに記録されている

使用方法

店舗などで専用の端末にカードを通して使用

カードに記載された番号などをインターネット上
で入力して使用

以上のようにサーバー型のプリカは、カード自体が手元になくても、そのカードに記載された番号などさえあ
れば使用できます。したがって、カードに記載された番号などを相手に伝えるということは、購入した価値を全
て相手に渡すことと同じなので注意が必要です！
最近、
ワンクリック詐欺やサクラサイト、架空請求などの支払いをサーバー型プリカでさせる手口が増えています。
「サーバー型プリカの番号や写真を送ってほしい」と言われたら詐欺の可能性が高いので、相手に言われるが
ままに情報を送るのではなく、一度消費生活相談窓口に相談しましょう！

アド バ イ ス

▼ 覚えのない請求などがきた場合は、請求してきた相手に確認するのではなく、まず消費生活相談窓口に
相談しましょう！

▼ 他 人から言われてプリカを購 入し、そのカード番 号などを伝えてはいけません！それは、相 手にお金を
渡すことと同じです！

▼プリカの番号などを伝えてトラブルになった場合は、早急にプリカの発行会社に連絡するようにしましょう！
▼ 不安に思ったりトラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう！
宮城県消費生活センター
０２２−２６１−５１６１（相談専用）

消費者ホットライン
１８８番（嫌や！）
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込受付

４月〜５月
大学 短期大学 専修学校 各種学校 高等学校など
６０分前後
ひとり暮らしの生活費 カード社会の落とし穴
ネットに関する金融トラブル 金融トラブルに巻き込まれないために
多重債務に陥らないために 等
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容や講座の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

★ 金融・経済講演会 2016 のご案内

ムス ヒ

「結ぶ」 の語源は、 古事記に登場する言葉 「産霊」 と言われており、 「ムス」 はものごとが自然に生まれ出ること、 「ヒ」 は霊力、
精霊を意味します。 異なるものが一つになり、 新たな命が生まれる自然の神秘を表した言葉が 「産霊」。 ここから発展して、 紐によっ
てものとものとをつなぐことを 「結ぶ」 と呼ぶようになったと知りました。 生活様式に合わせて役割を変えてきた結びですが、 そこには
常に素朴な願いや祈りが込められている。 日本の着物は、 結ぶという行為が何度も繰り返されます。 その結び目を数えたらいくつに
なるのでしょう。 昔の人はこれを丁寧に行ってきました。 たぶん、 結ぶという行為自体に意味を持ち、 大切なものとして考えられてい
たからでしょう。 結び方や結ぶ位置などもいろいろな意味を持っていたようです。 私達の日常には、 着物だけではなく、 リボンやネク
タイ、 帯や風呂敷、 包帯など、 様々な場面に結ぶという行為があります。 「実を結ぶ」、 「手を結ぶ」、 「夢を結ぶ」 など思いのこもった
表現にもたくさん使われてきました。 「結ぶ」 は素敵な言葉です。
この春、 街を歩く若者達の装いを眺めながら、 真新しいスカーフやリボン、 靴ひもなんかに思わず目が行ってしまいそう。
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〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県環境生活部消費生活・文化課内
（消費者行政班） TEL.022-211-2523 FAX.022-211-2592

ひも結びがきちんとできない。 ひもがゆるまないようにしっかり結びたい。 片付けや整理のたびに、 ため息をつき、 なんとか上手
にできるコツを覚えたいと思っていました。

宮城

Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議開催１か月前記念イベントとして開催します。
日 時
平成 28 年 4 月 23 日（土） 13：30 〜 16：10
会 場
TKP ガーデンシティ仙台（アエル 21F） ホール A
定 員
200 人〈先着〉
内 容
基調講演① テーマ：国際金融経済が直面する課題と今後の展望
講 師：東京大学大学院経済学研究科教授 伊藤元重氏
基調講演② テーマ：地元企業の海外展開の状況と今後の可能性
講 師：株式会社七十七銀行常務取締役 小林秀文氏
申 込
メールまたはファックスで〈所属、氏名、連絡先〉
メール：zaimudaijin̲kaigi2016@city.sendai.jp
F A X：０２２−２１４−８５３０
問 合
2016 Ｇ７仙台財務大臣・中央銀行総裁会議推進協力委員会事務局
T E L：０２２−２１４−８７６３

●くらしWatching／No.40／平成28年 春

期 間
対 象
時 間
テーマ

●編集・発行／宮城県・宮城県金融広報委員会

インターネット取引や「キャッチセールス」
「
、マルチ商法（ネットワークビジネス）
」
など、若年層をターゲットにした金融トラブルが増えています。学生生活を送るに
あたり必要な知識や判断力を身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう、入学
時に行うオリエンテーションやキャリアガイダンス等に専門家を派遣します。

